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本セッションでは…

クラウドでの止まらないシステム構築

クラウドでの止まり難いシステム構築



オンプレミスとクラウドの違い

オンプレミス クラウド

ハードウェア カスタム ⇒ コモディティ

展開時間 数週間 ⇒ 数分間

展開 マニュアル ⇒ 自動化

可用性 インフラ ⇒ ソフトウェア

SLA カスタム ⇒ ベンダ



Robust（堅牢性）:

障害を許容しない！

Resilience（回復力）:

最小限の影響で復元！

THEN NOW



Agenda

•アプリケーションの回復力

•サービスの回復力

•Resilience Modeling & 
Analysis (RMA)



アプリケーションの回復力



相互作用図

Web ロール 仮想マシン

（画像変換）

Blob 

(画像)

SQL データベース

(ユーザー情報)

クライアント



障害+対応 列挙例

ID 作用 障害及び制約 対応

1
クライアント→ 

Web ロール
タイムアウト

非同期処理
タイムアウト調整

2
Web ロール→ 

Azure Blob

スロットリング
タイムアウト

リトライ
タイムアウト調整

3
Web ロール→ 
仮想マシン

DNS エラー DNS サーバー設置

4
Web ロール→ 

SQLデータベース
スロットリング
タイムアウト

リトライ
タイムアウト調整



タイムアウト（ロードバランサー）

ロードバランサー

• 4分を超える処理は非同期推奨
• TCP レベルの keep alive もしく

はタイムアウトの変更

http://aka.ms/azlb

Web ロール



スロットリング, タイムアウト
• 全てのリソースには制限がある
• Blob: 60MB/s or 500 request/s, 500 IOPS/disk, …

• SQL データベース: 最大セッション, 接続切断, …

http://aka.ms/azlimitjp

ExponentialRetry

LinearRetry

リトライ、タイムアウト（30秒以上）の調整



DNS エラー

Azure DNS

クラウド サービス1 クラウド サービス2

仮想ネットワーク

クエリ数が多い場合も DNS サーバーを設置

http://aka.ms/azdns

Azure DNS
FQDN or 

独自 DNS



サービスの回復力



各サービスの障害対策
Web ロール, 仮想マシン

• 障害ドメイン

• 負荷分散

Azure ストレージ

• ローカル 3 多重
• 自動フェールオーバー

SQL データベース

• ローカル 3 多重
• 自動フェールオーバー



各サービスの災害対策
サービス バックアップ 災害対策

Web ロール
•パッケージ
ファイル

•Traffic Manager（Web）

仮想マシン
（Linux）

•管理ポータル
•PowerShell

•Azure ストレージ

ストレージ
GRS/RA-GRS

•PowerShell •別リージョンに複製

SQL データベース
Standard/Premium

•自動エクスポート
•地理冗長バック
アップ

•自動エクスポート
•Geo Replication
•地理レストア

http://aka.ms/azbcpjp



Web ロールの災害対策
トラフィック マネージャー 東日本

西日本

東アジアトラフィック
マネージャー

[yourdomain].trafficmgr.cloudapp.net

 優先順位の高い方から振り分け
 応答がない場合は次へ
 仮想マシンも Web サイトも



仮想マシンの災害対策

仮想マシンの

ディスク構成

Blob
ストレージ



ストレージの災害対策

東日本 西日本

×
GRS

• DC 側でフェールオー
バー後、アクセス可能

• URL は変更なし

東日本 西日本

×
RA-GRS

• 常にアクセス可能

• URL は、

[account]-secondary.blob.core…. 

Read/Write Read only Read/Write

西日本



SQL データベースの災害対策
エクスポート/インポート

東日本リージョン

bacpac

自動エクスポート

西日本リージョン

bacpac

インポート

• 全てのエディションで利用可能

• 任意の日付指定

RA-GRS

エクスポート

最新の場合、
RPO < 24時間



SQL データベースの災害対策
地理冗長バックアップ+地理レストア

東日本リージョン

バックアップ

地理冗長バックアップ

西日本リージョン

地理レストア

RA-GRS

• 毎週の完全バックアップ

• 毎日の差分バックアップ

• 追加費用なし, 自動的に ON

RTO < 24時間
RPO < 24時間

バックアップ



SQL データベースの災害対策応
Geo Replication

東日本リージョン 西日本リージョン

複製

• Active Geo Replication は、任意
で切り替え可能

• Standard Geo replication は、
データセンター側で有効化後

Server: gv9yxth02y

DB: contoso1

Server: myc4keskqx

DB: contoso1

Standard: RTO < 2時間
RPO < 30分

Active    : RTO < 1時間
RPO < 5分



災害対策のシナリオ – 正常時

東日本リージョン 西日本リージョン

トラフィック

マネージャー

複製

GRS/RA-GRS

インスタンスは
あらかじめ稼働



災害対策のシナリオ – Web ロール異常時

東日本リージョン 西日本リージョン

トラフィック

マネージャー

複製

GRS/RA-GRS

×



災害対策のシナリオ – ストレージ異常時

東日本リージョン 西日本リージョン
複製× GRS/RA-GRS

トラフィック

マネージャー



災害対策のシナリオ – データベース異常時

東日本リージョン 西日本リージョン

複製

オフ

GRS/RA-GRS×

トラフィック

マネージャー



災害対策のシナリオ – データセンター異常時

東日本リージョン 西日本リージョン
複製

オフ

GRS/RA-GRS

トラフィック

マネージャー



Microsoft Azure スライドシリーズ

http://aka.ms/azbcpjapandc 



Resilience Modeling & Analysis 
(RMA)



回復性のモデル化と分析
Resilience Modeling & Analysis (RMA)

前作業 検出 評価 改善

相互作用図
障害+対応

列挙

・処理１：

名前解決

・処理２：

遅延

主要機能に大
きな影響また
はデータ損失

頻度:1回/1年

・アーキテク

チャの変更

・監視システ

ムの変更

具体的な

投資影響分析

http://aka.ms/resiliencejp



回復性のモデル化と分析
Resilience Modeling & Analysis (RMA)



まとめ

• クラウドへの mind shift=回復力（Resilience）

• アプリは、非同期、タイムアウト、リトライ

• 災害対策は SLA 要件を



リソース
◆クラウド サービスのための 設計による回復性

http://aka.ms/resiliencejp

◆Azure Load Balancer

http://aka.ms/azlb

◆Azure サブスクリプションとサービスの制限、クォータ、制約

http://aka.ms/azlimitjp

◆Name Resolution (DNS)

http://aka.ms/azdns 

◆Azure のビジネス継続性テクニカル ガイダンス

http://aka.ms/azbcpjp

◆日本東西リージョンでのディザスタ リカバリ環境の実現

http://aka.ms/azbcpjapandc 

◆クラウド デザイン パターン

http://aka.ms/Cloud-Design-Patterns



リソース
◆How to: Use the Import and Export Service in Azure SQL Database

http://aka.ms/azexportjp

◆Azure SQL Database の地理リストア (Geo-Restore)

http://aka.ms/azgeoresjp

◆Azure SQL Database の標準地理レプリケーション

http://aka.ms/azstdgeorepjp

◆Azure SQL データベースのアクティブ ジオレプリケーション

http://aka.ms/azactgeorepjp
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